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会長 笹川 英一 ・ 会長エレクト 竹村 信彦 ・ 副会長 小久保 和子 ・ 幹事 小久保 和子

第2637回 2022年5月18日例会報告

【出席報告】

SAA 林 政男

出席計
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修正
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91.30

80
78.26

【会長挨拶】

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 91.23%
4/20メークアップ3名・鎌形会員、小久保会員、
林会員（理事会）

直前会長 木村 利晴

（ 名誉会員 3名

点

鐘

ソ

ン グ

お 客 様

直前会長

皆さんこんにちは！
本日は、笹川会長、竹村会長エレクトがお
休みとのことでパスト会長の木村が会長挨拶を
させて頂くことになりました。木村年度では、
コロナで始まり、コロナで終わった年度であり
ましたが、また、新たに今年の初めから感染拡
大したオミクロン株の感染力は脅威でした。た
だ、感染力は凄かったけれど重症化した人は少
なかった様です。かなり弱毒化したコロナウイ
ルスのようです。新聞やTVに出てくる専門家で
ない疾病学の専門の医学博士のお話ですと、オ
ミクロン株は、のど風邪程度のもので、うがい
と手洗いをし、のど飴をなめていれば自然に
治っていくコロナウイルスだと言っておりまし
た。今、心配しているのは、ワクチンを接種し
て自己免疫力を低下させていることです。自己
免疫力の高い子供や若い世代の人はオミクロン
株に感染しにくいし、もし、感染しても軽症で

木村 利晴

手に手つないで

歯科医師
竹田 正宗様

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日

・福田 博隆会員

◇竹田君お久しぶりです。
卓話ありがとう！
高橋 宏一会員
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済むのでワクチン接種は必要ないのではと
【幹事報告】
幹事 小久保 和子
言っております。高齢者の方々も、自己免疫
力を高めコロナに打ち勝つために基礎体力つ
ける運動をして下さい。そして、何か行動す
るときには、しっかり調査してから、何が正
しいのか、ご自分で調べ、ご理解してから行
動して下さい。後で後悔なさらない様、お願
い申し上げます。そんなコロナ禍でのロータ
リー活動も徐々に規制緩和されて参りました。
久々に親睦旅行も企画されました。楽しみに
しております。八街市の行事も、規模こそ縮
小されますが、例年通りの行事が開催される
ようです。ロータリークラブも大いに参加し
◎第1回米山記念奨学生研修会のお知らせ
て活性化に繋げて参りましょう。
日時：2022年5月28日(土)15時研修開始
木村年度最後の会長挨拶で申し上げました
場所：船橋商工会議所５F会議室
が、人間は信頼できる仲間の数を増やすよう
に進化し、集まって移動することによって発
◎受贈週報…八日市場RC
展してきたが、この先それが崩されてしまう
かもしれない。今、距離を保ちながらも、同
じものを見て、同じものを聞いて感動を共有
する力、もしくは、「誰のための社会を築い
ていくのか？どんな幸せの姿を求めていくの
か？」という深い思考でつながる人間関係が、 【卓話者紹介】
高橋 宏一会員
今後さらに求められているのではないだろう
か？私たちは、今、試されているのではない
でしょうか。人間の持っている無限の能力を
信じ、私たちは、私たちなりに、今できるこ
とを最善を尽くして実行していくことが重要
と考えます。
コロナ禍であって、また、ロシア、ウクラ
イナ問題等世界情勢も不安定な状況でありま
すが、これからも起こりうる全ての難局を乗
り越えていきましょう。
ピンチヒッターではありますが、久しぶり
卓話者 竹田正宗さん（君）をご紹介しま
に皆さんの前でお話しできましたこと、感謝
す。
申し上げます。ロータリアンの皆さまと多く
竹田君は小学校から高校まで１２年間、私
の人びとが、笑顔で過ごせます様ご祈念申し
と同級で学業を共にしました。
上げ会長代理の代理の挨拶と致します。
大学になって私とは方向が異なりましたが、
ありがとうございました。
彼は東京医科歯科大学卒業です。口腔外科と
耳鼻咽喉科が専門の医学博士で、八街の二区
八街RC 6月 例会スケジュール
に在住です。東京医科歯科大学では、偶然私
6月 1日(水）
理事会・通常例会
の従兄とも同級で、深いお付き合いをさせて
いただいたようです。また、私と竹田君の父
6月 8日(水）
移動例会（ドギーズアイランド）
親同士が、旧制佐倉中の同級生であり、竹田
君のお父様とは、私の姉夫婦が、共通の趣味
〃
12時現地集合・堀口G補佐来訪
で深いお付き合いをさせていただきました。
6月15日(水）
夜間例会（やまもと）18時点鐘
今日はがんについての卓話をよろしくお願
いします。
6月22日(水）

委員会引継ぎ

6月29日(水）

休

会
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【卓

話】

歯科医師
竹田 正宗様

・野菜・果物の摂取（１日500ｇ以上）
・適度な運動・国家レベルでの有効な検診シ
ステムの確立 《早期発見・早期治療》
２）早期発見・早期治療 （二次予防）
・なぜ、早期発見が重要なのか。
治る確率が高く、治った後の生活の質
（QOL Quality of Life）も高い。
簡単な治療で済むことも多い。
（例）胃がんの5年生存率 Ⅰ期91.2％、Ⅱ期
80.9％、Ⅲ期54.7％、Ⅳ期9.4％
-国立がんセンター中央病院 報告・がん検診について「検診は保険給付対象外」
公的検診…自治体や企業などがその構成員
を対象に行うもの。
自主的検診…人間ドック、がんドックなど。

がんについて
長年、がんの放射線治療とがん相談に携わっ
てきた経験を踏まえて、日本のがんに関する現
況とがんで亡くならないために知っておきたい
ことを簡単に解説しました。
１．日本の現況
現在の日本では、２人に1人ががんに罹患し、
死亡者の3人に1人はがんが原因です。
因みに、がんは1981年以後、死亡原因の第1位
を占め続けています。
年間がん罹患者数 ： ８７万８千人
年間がん死亡者数 ： ３７万８千人
-2020年国民衛生の動向がん罹患者の生存率（治療後に生存している
ひとの割合）-2022年国立がん研究センター報告全がん
１０年生存率
５９．４％
生存率の高いがん…大腸がん、胃がん、
乳がん、前立腺がんなど
生存率の低いがん…膵臓がん、肺がん、
白血病など
２．がんで死なないために
１）がんの予防 （一次予防）
がんの主な原因 ： たばこと食生活がそれぞれ
約３０％を占める。
他に、ウイルス・細菌感染、運動不足、遺伝など
【がんの疫学者の考え】
全てのがんを防ぐことは無理だが、禁煙で
３０％、食生活の工夫で３０％、
つまり、約６０％のがんは防ぐことが可能で
ある。 →がんの多くは生活習慣病
-1996年ハーバード大学米国におけるがんの原因
【がん予防のために】
-2003年WHO＊がん報告- ＊世界保健機構
がん罹患者数1,000万人（2002年）→1,500万人
（2020年予測）
たばこの消費量の減少
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３．がんになってしまったら
１）インフォームドコンセントの原則に則り、
ときにはセコンドオピニオンを求め、自己決
定権に基づき“納得して”治療方針を選択す
ることが大切です。
２) 治療法は、がんの種類・進行度などによ
り異なり、外科療法、化学療法（抗がん剤や
ホルモン剤）、放射線療法、免疫療法などが
ある。また上記以外の代替療法といわれるも
のもある。
３）自分で決めることは容易いことではない
が、利益・不利益を秤にかけながら考えるこ
とが肝要と思います。（治療効果と副作用や
後障害、各治療法間の比較 など）
「補遺」
インフォームドコンセント（Informed Consent）

日本医師会（1990） 訳 -説明と同意医師が病状や治療方針をわかりやすく説明し、
患者の同意を得ること。
日本弁護士連合会人権大会（1992年）定義
あらゆる医療行為に先立って、患者が自己
の病状、医療行為の目的、方法、危険性、代
替的治療方法などにつき正しい説明を受け、
理解した上で自主的に選択・同意・拒否でき
るという原則
セカンドオピニオン（Second opinion）
患者が主治医以外の医師に求める参考意見
のこと。

親睦旅行
第2638回 2022年5月21日例会報告

点

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

5/21
23
13
5/11
24
21
会員総数 25名

12
3

鐘：幹事 小久保 和子

お 客 様：木村会員ご夫人、増田会員ご夫人
米山奨学生チャンさん
出席
率％

56.52
87.5

ＭＵ

修正
出席率％

コース：三渓園→横浜コンチネンタルホテル(昼食）
→浜離宮→築地場外

0

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 91.23%
5/11メークアップ1名・林会員（理事会）

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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